
CAMPUS掲示板

　本学は医療系総合大学として、健康、医療、福祉の分野において活躍し、広く社会に貢献しうる専門職業人を育成することを教育の理念
としています。この理念のもと、「総合教育センター」は、「学力推進」、「共通教育検討」、「教学企画運営」、および「ファカルティ・スタッ
フ・ディベロップメント」の４つの観点から教育活動の向上を推進し、学修支援や教育方法の改善などを通じて、学生の教育を全面的に
支援します。

上記の時間割や講座についてのお問い合わせは、以下の窓口へお越しください。
　●東広島キャンパス：総合教育センター（１号館２階）　　　●呉 キ ャ ン パ ス：呉教務課（１号館１階）
　●広 島 キ ャ ン パ ス：医療経営学部事務室（１階）

企業等への就職を目指す３年次生を対象とした「就勝合宿」を開催します。これは2010年度よりスタートし、今年で４回目の開催
となります。「就勝合宿」とは、早期に就職に対する意識付けをするために、就職活動に必要とされる知識やスキルなどを短期間で習得
する１泊２日の合宿です。

就活合宿ではなく「就職」に「勝つ」と書いて就勝合宿。2012年度卒業生で合宿に参加した参加学生の就職率はズバリ100％。合宿
に参加した成果が確実に実を結んでいます。

企業就職について不安をもっている人、どんな仕事に自分が向いているか分からない人、やりたいことがまだ見つかっていない人の
参加も大歓迎です。１泊２日で、SPI対策や面接対策、グループワーク、その他、様々な企画に取り組んでいく実践的な就勝合宿に参
加して自分の未来に「勝利」しましょう！

●就勝合宿
　・合 宿 日：９月24日（火）～25日（水）　１泊２日
　・合宿場所：国民宿舎野呂高原ロッジ（呉市川尻町板休5502番37）
　・参 加 費：2,750円
　・申 込 先：キャリアセンター
　・対　　象：企業就職を希望する３年次生
　・定　　員：30名（先着順）
　・締 切 り：８月30日（金）

2013年４月、「総合教育センター」が誕生しました‼

2013年度 就勝合宿開催決定!

呉キャンパス（１号館７階：総合教育センター １・２）
月 火 水 木 金

１時限  9：00～ 10：30 野口（数学） 野口（数学） 野口（数学）

２時限 10：40～ 12：10 野口（数学） 出木原
（情報処理） 杉本（レポート作成指導等） 上月（情報処理）

昼休憩 12：10～ 13：00

３時限 13：00～ 14：30 野口（数学） 野口（数学） 野口（数学）

４時限 14：40～ 16：10 野口（数学） 濱岡（英語） ホーソン（英語） 野口（数学） 園田（情報処理） 野口（数学）

５時限 16：20～ 17：50 野口（数学） 島田
（情報処理） 角山（英語） 田中（英語） 筒井（英語） 野口（数学）

 18：00～ 19：30 EnglishClub（倉本・ホーソン）
20:00まで開室

倉本（英語）
19：00まで開室

EnglishClub（倉本・ホーソン）
20:00まで開室

広島キャンパス（14階：多目的室３）� ※事前予約制
月 火 水 木 金

１時限  9：00～ 10：30

２時限 10：40～ 12：10

昼休憩 12：10～ 13：00 山岡（英語）

３時限 13：00～ 14：30 ※杉本（レポート作成指導等）

４時限 14：40～ 16：10 山岡（英語・TOEIC）

５時限 16：20～ 17：50 ※出木原（情報） ※野口（数学） 山岡（英語・Basic English）

 18：00～ 19：30

東広島キャンパス（１号館２階：総合教育センター）� ※事前予約制
月 火 水 木 金

１時限  9：00～ 10：30 10：00～
※野口（数学） 山岡（BasicEnglish）

２時限 10：40～ 12：10
杉本

（レポート
作成指導等）

山岡（英語）※野口（数学） 山岡
（BasicEnglish） 山岡（TOEIC） 山岡（英語）

昼休憩 12：10～ 13：00 山岡（英語） 山岡（英語）

３時限 13：00～ 14：30 山岡（Basic English） 山岡（Basic English） 山岡（Intermediate English） 山岡（TOEIC）

４時限 14：40～ 16：10 山岡（Intermediate English） 山岡（英語） 山岡（英語）

５時限 16：20～ 17：50

 18：00～ 19：30 吉野（数学・物理） 向田（数学・物理）

「学力推進部門」では、右記の時間割で
講座の開講、みなさんの質問を受け付
けています。
　個々の得意なところをもっと伸ばし
たい。苦手なところを克服したい。
そんな学生を応援し、サポートします。

　後期の時間割については、後日HP
（http://www.hirokoku-u.ac.jp/
profile/facility/education/time.
html）でお知らせします。

　東広島キャンパス 総合教育セン
ター オープンスペースでは、個別指導
や講座以外にも、学生同士のペアワー
ク、グループワーク、ディスカッショ
ン、プレゼンテーションの練習などに
も利用いただけます。

利用時間
　月曜日～金曜日　9:00 ～ 20:00
　土曜日　　　　　9:00 ～ 16:30
※ 飲食は禁止です。貸切等で利用でき

ない場合もあります。オープンス
ペース利用については、東広島キャ
ンパス総合教育センター（0823-70-
4901）へ、お問い合わせください。
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CAMPUS掲示板

　４月以降、交通事故が多発しています。「ぎりぎり間に合うだ
ろう」「自分の運転で事故が起こるわけがない」等の過信や左右
の確認不足が、事故を招く原因です。ゆずりあいの精神を持ち、
余裕ある行動をこころがけ、交通マナーを各自、今一度考え、事
故防止に努めましょう！また、これから夏期休暇が近づき、飲酒
をする機会が増えると思います。未成年の方の飲酒は法律で禁止
されていますので、飲酒しないでください。成年された方は、飲
酒運転を絶対にしないでください。飲酒運転は、運転者の命を脅
かすだけでなく、周囲を移動している人たちの命にも危険が迫る
のです。「ちょっとの距離だから大丈夫」「少ししかお酒を飲んで
ないからいいだろう」といった考えはダメです。『飲んだら乗ら
ない！』を守り、安全で楽しい夏期休暇を過ごしてください。

交通事故に注意！飲酒運転は絶対ダメ！

再試験
　試験を受験するにあたって、試験の時期や評価方法、先修科目・
卒業研究着手要件等について、もう一度各自で確認してください。
　試験日程等については、掲示でお知らせする場合もありますの
で、掲示板を毎日チェックすること
を心がけてください。すべての試験
日程が掲示されるとは限りませんの
で、授業に必ず出席し、試験実施日が
分からないという事がないように注
意してください。

◆受験上の注意 
　受験に際しては、次の事項に十分注意してください。
①学生証を所持しない者は受験できません。万一忘れた場合は、

証明書自動発行機（東広島キャンパスは２号館２階ロビー、呉
キャンパスは１号館１階EVホール、広島キャンパスは１階ロ
ビー）で「仮学生証（試験用）」を発行してから受験してください

（手数料350円が必要です）。
　また、学生証を紛失した場合は、早めに再発行の申請をしてくだ

さい（印鑑、写真、手数料2,000円が必要です）。
②試験中は、必ず机上に学生証を提示しておかなければなりま

せん。
③試験開始後30分以上遅刻した者は、試験室に入室することが

できません。また、開始後40分経過するまで退室できません。
④一切の不正行為を厳禁とします。不正行為を行った者は停学処

分や全授業科目についての履修許可を無効とするなど厳重に処
罰します。

⑤携帯電話の電源は必ず切って入室してください（時計代わりに
使用することも厳禁です）。

◆追試験  
　病気その他やむを得ない理由により試験を受験できなかった方

は、つぎの要領により追試験を願い出ることができます。
①手続期限
　当該試験終了日の翌日から起算して３日以内（休日は除く）と

する。
②提出書類　 「受験不能届兼追試験願書」 

１科目につき１枚（所定用紙）
③追試験料　１科目につき1,100円
④出願できる理由および添付書類
⑤申請窓口
　東広島キャンパス…教務課（２号館２階）
　呉キャンパス………呉教務課（１号館１階）
　広島キャンパス……医療経営学部事務室（１階）

理　　　由 条　　　件 添付書類

病気・傷害 医師が就学に耐えられないと診断
したもの 医師の診断書

忌　　引 二親等以内の親族の死亡
死亡を証明する書類
または会葬礼状

（死亡日明記のもの）

災　　害 台風、水害、地震、火災等 罹災証明書

交通機関の
支　　　障

代替交通機関のない通学区間にお
ける交通機関の運休、停滞によるも
の、または交通機関が30分以上延
着した場合

運休または
延着証明書

　以上の注意事項を遵守し、健康に十分注意のうえ、試験に臨んでください。

試験での注意事項

オープンキャンパス
　下記日程でオープンキャンパスを実施します。ご家族やお知り
合いに、中・高校生がいらっしゃる方は、ぜひご案内ください！
【呉キャンパス】
　対象学部：医療栄養学部※・看護学部・薬学部
 （※2014年４月開設 設置認可申請中）
　　第３回８/17（土）、第４回８/18（日）
　　各回10：00～15：00
【広島キャンパス】
　対象学部：医療経営学部
　　第３回８/18（日）、第４回８/25（日）
　　各回13：00～16：00
【東広島キャンパス】
　対象学部：  総合リハビリテーション学部・医療福祉学部・ 

心理科学部・保健医療学部
　　第３回８/24（土）、第４回８/25（日）
　　各回10：00～15：00

［オープンキャンパス情報]
　入試説明会やクラブイベントなど受験生が知りたい情報が満載
のオープンキャンパスは、将来の広島国際大学でのキャンパスラ
イフを具体的にイメージすることができる絶好の機会です。
　当日は、大学紹介、入試説明会、クラブイベント、個別相談コー
ナー、学生寮見学ツアー等も実施します。ぜひ、ご家族、お友達、
本学に興味のある方にご案内ください。
＊無料宿泊……… 遠方から参加の方は、広島キャンパス（広島市

内）の宿泊施設を無料でご利用いただけます。
（要予約：定員になり次第、締め切ります。）

＊無料送迎バス… 当日は中四国、北九州などの各地域から無料送
迎バスを運行します。

【大学案内・願書】
　みなさんのご家族、またはお知り合いの方で本学に興味をお持
ちの方がおられましたら、お気軽に入試センターまでご連絡くだ
さい！大学案内等の資料や入学案内（願書）を無料で送付させて
いただきます。
お問い合わせ先
　入試センター［フリーダイヤル］0120-55-1659

再試験とは、必修および選択必修科目に
おいて日常の学修状況が良好であるにもか
かわらず、成績が合格点に達しなかった方
に対して行う試験です。受験の可否は、各
授業担当者が行います。

なお、毎学期末に再試験対象者の掲示お
よび再試験願の受け付けを行いますので、
注意して掲示板を見ておいてください。
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CAMPUS掲示板

本誌は大学ホームページでも閲覧できます　http://www.hirokoku-u.ac.jp

緊急告知

2013年９月27日（金）から広国大の
全キャンパス敷地内が全面禁煙になります！

 

本学は、「いのちのそばに。ひととともに。」を合言葉に医療系の総合大学とし
て歩んでいるところです。学生の皆様が人々に寄り添い「こころに届く医療」を
実践できる専門職業人に成長するためにも、大学敷地内全面禁煙が必要と考えて
おります。つきましては、広島国際大学における全キャンパス（広島キャンパス
は既に敷地内全面禁煙実施中）において、2013年９月27日（金）から大学敷地
内全面禁煙を実施いたしますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたし
ます。

なお、これを機に禁煙に取り組もうと思われている方やこれまで禁煙にトライ
したが失敗に終わって自信をなくしている方については、学生部および保健室が
個別に相談に応じますので、お気軽にご相談ください。

熱中症を予防しよう
熱中症とは熱い環境で生じる障害の総称です

軽失神
　 涼しい場所に運び、衣服をゆるめて寝かせ、水分を補給すれば

通常は回復します。
　 おう吐などで水分補給ができない場合には病院で点滴を受け
る必要があります。

熱けいれん
　 食塩水（0.1 ～ 0.2％）やスポーツドリンクを補給すれば通常

は回復します。

熱射病
　 意識がなく、汗をかいていない場合は、死の危険のある緊急 

事態です。
　 救急車を呼び、すぐに体温を下げます。
　 熱射病が疑われる場合には、

全身に水をかけたり、濡れ 
タオルを当ててあおぐ、首・
脇の下・太ももの付け根など
の大きい血管を氷で冷やし救
急車を待ちます。

熱中症の応急処置

　体調が悪いと体温調節能力も低下し、熱中症につながります。
体力の低い人、肥満の人、暑さになれていない、熱中症をおこし
たことがある人などは注意が必要です。肥満の人は特に注意が
必要です。

体調不良は事故のもと

　暑い時には軽装にし、素材も吸湿性や通気性のよいものにし
ましょう。屋外で、直射日光がある場合には帽子を着用しましょ
う。スポーツでは、休憩中に衣服をゆるめ、できるだけ熱を逃し
ましょう。

薄着ルックでさわやかに

　運動前後に体重を計ると運動中に汗などで失われた水分量が
求められます。体重の３％の水分が失われると運動能力や体温
調節能力が低下するので、体重減少が２％をこえないように水
分を補給しましょう。

体重で知ろう健康と汗の量

　熱中症の事故は急に暑くなった時に多く発生しています。急
に暑くなった時には運動を軽減し、暑さになれるまでの数日間
は、軽い短時間の運動から徐々に増やしていくようにしましょう。

急な暑さは要注意

　熱中症の発生には気温、湿度、風速、直射日光が関係します。
同じ気温でも湿度が高いと危険性が高くなるので、注意が必要
です。環境条件に応じた運動、休憩、水分補給の計画が必要です。

暑いとき、無理な運動は事故のもと

　暑いときにはこまめに水分を補給しましょう。
　汗からは水と同時に塩分も失われます。水分の補給には0.1
～0.2％程度の食塩水、またはスポーツドリンクを飲みましょう！

こまめな水分補給をしましょう

救急車を呼ぶ Point !!
◆おう吐、けいれんが
　おさまらない
◆意識がなく汗をかいて
　いない状態

医療技術学科＆保健室より
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